
ミサンガを作ろう １０：００～１２：００

1 水 フェルトで作るブローチ １０：００～１１：００ 小学生20人。要申込。材料代：100円。 カプラであそぼう １４：００～１５：００

2 木 牛乳パックで作るえんぴつ立て １０：００～１１：００ 小学生20人。要申込。材料費：100円 くすだまにチャレンジ １０：００～１１：３０

3 金 レジンで作ろう １０：００～１１：３０ 小学生20人。要申込。材料代：150円。 おはなしひろば １４：００～１４：１５

折り紙クラブ １０：００～１２：００ 会員制。『海の世界』 29 水 スタディひろば １４：００～１５：００

オセロ大会 １４：００～　　　　　 オセロのルールが分かる人。当日受付。 30 木

5 日 休館日 31 金

6 月 カプラワークショップ １０：００～１２：００ どなたでも30人（幼児は保護者同伴）。要申込。参加費：無料

お楽しみステージ＆作って遊ぼ♪

　～主任児童委員さんといっしょ～

8 水 水であそぼう １０：３０～１１：３０
どなたでも30人（幼児は保護者同伴）。要申込。参加費：無料。　＊タオル・着替え・帽子・お茶・サンダル

小学生以上３０人。要申込。材料代：２００円

＊持ち帰り用の箱・木工用ボンド・おしぼり

手品に挑戦 １０：００～１１：３０ 小学生１～３年生20人。要申込。材料代：50円。　＊ステックのり・はさみ・筆記用具・お茶

手品をみよう １１：４０～１２：００ どなたでも（幼児は保護者同伴）。参加費：無料

カプラであそぼう １４：００～１５：００ どなたでも（幼児は保護者同伴）。自由参加。参加費：無料

11 土 休館日

12 日 休館日

13 月

14 火

15 水

16 木

キラキラドームを作ろう １０：００～１１：３０ ４・５歳児２０人。要申込。参加費：100円。

ちょボラ体験 １４：００～１５：００ 小学生以上。当日受付。『夏祭りの準備をしよう』

友遊クラブ 　９：３０～１２：００ 会員制。『友遊夏まつり』

友遊夏まつり １０：００～１１：３０ どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付。参加費：無料

19 日 休館日

20 月 カプラであそぼう １４：００～１５：００ どなたでも（幼児は保護者同伴）。自由参加。参加費：無料

21 火 プリザーブドフラワーで作ろう １０：００～１１：３０
小学生以上２０人。要申込。材料費：３００円。　＊お茶・ピンセット（ある人）・飾りに使いたいリボン・つけたい飾り

どなたでも１２０人（幼児は保護者同伴）。要申込。 　　　　　

参加費：幼児３０円・小学生以上５０円　＊はし・うつわ（使いやすい物）　

23 木 ワミーであそぼう １４：００～１５：００ どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付。参加費：無料

手品であそぼう １０：００～１１：００ ２・３歳児親子２０組。要申込。材料代：１００円

ディアボロであそぼう １４：００～１５：００ 小学生１２人。要申込。参加費：無料。　＊汗ふきタオル・帽子・お茶

サッカークラブ １０：００～１２：００ 会員制。　　※雨天の場合は児童館にお尋ねください。

チャレンジひろば １４：００～１４：３０ どなたでも（幼児は保護者同伴）２０人。当日受付（先着順）。『スライムを作ろう』

26 日 休館日

おねがい　　　行事の申し込みは、１ヶ月前からです。本人または保護者の方が児童館に来館の上、

　　申し込みをしてください。２週間前からは、本人以外の方の申し込みも受け付けています。

８　　月　   の　 予　　定８　　月　   の　 予　　定８　　月　   の　 予　　定８　　月　   の　 予　　定

１０：００～１２：００

どなたでも７０人(幼児は保護者同伴)。要申込。参加費：無料

9 木 木の端材工作 １０：００～１１：３０

7 火 １０：００～１２：００

そうめん流し
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25 土

　８月　みずしまじどうかんだより
倉敷市水島北幸町１－３

TEL・FAX  448-0650

平成30年度

開館時間　９:００～１７:１５

休 館 日　 ５日(日)・１１日(土・祝)・１２日(日)

　夏休みを楽しく過ごしていますか？児童館では、夏休みならではのいろいろな行事を予定しています。

友達と一緒に遊び、たくさんの思い出を作って、夏を満喫しましょう！

　　　　 １９日(日)・２６日(日）　　　　　　　

どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付。参加費：無料

28 火

水島児童館

小学生１５人。要申込。材料代：１００円

どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付。参加費：無料

27 月

小学生以上１５人。要申込。材料代：５０円。

どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付。参加費：無料

土

土

24 金

22 水

10 金

17 金

レジンで作ろう

3日(金) 10：00～11：30

＊小学生 20人 ＊材料代：1５0円

＊要申込 ＊持ち物：お茶・手ふき

UVレジンを使って、指輪を作ろう。

くすだまにチャレンジ

2８日(火) 10：０0～1１：３0

＊小学生以上１５人 ＊要申込 ＊材料代；５０円

折り紙を折って、立体的なくす玉を作ろう。

お楽しみステージ＆作って遊ぼ♪

～主任児童委員さんといっしょ～

7日(火) 10：00～12：00

＊どなたでも 70人（幼児は保護者同伴）

＊要申込 ＊参加費：無料

地域の主任児童委員さんと一緒に遊ぼう♪

楽しいミニステージや簡単工作もあるよ。

そうめん流し

22日(水) 10：00～12：00

＊どなたでも 120人（幼児は保護者同伴）

＊要申込 ＊参加費：幼児 30円・小学生以上 50円

＊持ち物：はし・うつわ(使いやすい物)

暑い夏本番！そうめん流しを楽しもう！

今年度は子どものみの参加になります今年度は子どものみの参加になります今年度は子どものみの参加になります今年度は子どものみの参加になります。

９月の予定

１日(土) オセロ大会 １９日(水) 親子ヨガ

４日(火) 親子ふれあい音楽あそび ２４日(月) キッズカーニバルin玉島市民交流センター

７日(金) ね，おはなしよんで ２６日(水) スタディひろば

1４日(金) ね，おはなしよんで ２８日(金) 発達相談

１５日(土) チャレンジひろば 〃 わくわく☆ひろば

２９日(土) お月見会

そうめん流しそうめん流しそうめん流しそうめん流し

①10：00～10：30

②10：30～11：00

③11：00～11：30

④11：30～12：00

※各回３０人

手品に挑戦

１０日(金) 10：00～11：30

＊小学生１～３年 20人 ＊要申込

＊材料代：50円

＊持ち物：ステックのり・はさみ

筆記用具・お茶

手品をみよう

１０日(金) 11：４0～12：０0

＊どなたでも（幼児は保護者同伴）

＊当日受付 ＊参加費：無料

ミスタータクが手品を見せて

くれるよ。どんな手品かな。

木の端材工作

９日(木) 10：00～11：30

＊小学生以上30人 ＊要申込

＊材料代：200円

＊持ち物：持ち帰り用の箱

木工用ボンド・おしぼり

オリジナルの作品を作ってみませんか？

カプラワークショップ

６日(月) 10：00～12：00

＊どなたでも 30人 ＊要申込

（幼児は保護者同伴） ＊参加費：無料

日野先生と魔法の板『カプラ』で遊ぼう♪

友遊夏まつり

1８日(土) 10：00～11：30

＊どなたでも（幼児は保護者同伴）

＊当日受付 ＊参加費：無料

友遊クラブのクラブ員が各ブースを担当して、

楽しいお祭りをします。工作やゲームがあるよ。

（数に限りのあるコーナーもあります）。

牛乳パックで作るえんぴつ立て

２日(木) 1０：00～11：00

＊小学生２０人 ＊要申込

＊材料費：１００円

牛乳パックでえんぴつ立てを手作りしましょう。

プリザーブドフラワーで作ろう

２１日(火) 10：00～11：30

＊小学生以上２０人 ＊材料代：300円

＊要申込

＊持ち物：お茶・ピンセット（ある人）

飾りに使いたいリボン・つけたい飾り

テッシュケースをかわいくアレンジしよう。

フェルトで作るブローチ

１日(水) 1０：00～11：00

＊小学生２０人 ＊要申込

＊材料費：１００円

フェルトでかわいいブローチを手作り

しましょう。


